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ＪＴＢグループ アジア・パシフィック地域で旅行会社の買収に合意
アジア・パシフィック着のインバウンド戦略を推進
株式会社ジェイティービー（本社：東京都品川区

代表取締役社長：髙橋 広行）はアジア・

パシフィック地域でインバウンド事業を展開する Tour East グループ 5 社を、株式譲受により買収
することに合意しました。これにより当社はアジア・パシフィック着のインバウンド事業の強化に
取り組みます。
2020 年、世界全体での国際観光客到着数は 13.6 億人（2010 年比 144.7%）に到達すると予測さ
れております。中でもアジア・パシフィック地域は 3.6 億人と欧州に次いで第二位の流入規模にな
ると想定され、2010 年比の伸率においては 180.0%増で最大の伸びを示す地域と予測されておりま
す。
（JTB 総合研究所予測）
当社は、拡大する国際観光客到着数を着地で補足するため、インバウンド事業の基盤構築を強化
してまいります。その一環として、シンガポール、マレーシア、インドネシア、香港、オーストラ
リア、タイでインバウンド事業を展開する Tour East グループのブランド力、ネットワークの活用
を通じて、アジア・パシフィック市場獲得に向けた事業戦略を推進いたします。今回は、タイを除
く 5 か国・地域の株式譲受に合意し、タイについては協議を進めています。
買収後の事業展開の詳細は、以下のとおりです。
（１） Tour East ブランドによるアジア・パシフィック地域のインバウンド事業ネットワークの
基盤強化
（２） 現地ツアーを造成・販売する着地型事業の基盤強化
（３） アジア・パシフィック地域における JTB グループと Tour East グループ両社の取扱いを合
わせることによる仕入力の強化
当社は、日本を含むアジア・パシフィック着のインバウンド戦略を通じ、アジア発着の交流文化
事業を拡充しながらグローバルに活躍する『アジア No.1 の旅行会社』となることを目指していき
ます。
＜新会社概要（予定）＞
商号

：Tour East Holdings Pte Ltd

所在地

：シンガポール

設立年

：2014 年 9 月

出資構成

：JTB Pte Ltd 100%
* JTB Pte Ltd・・・JTB グループのアジア・パシフィック地区統括会社
（本社：シンガポール）

従業員数

：約 400 名
＜報道機関の方からのお問合わせ先＞
JTB 広報室 TEL：03-5796-5833

JTB Group agree to acquire a Major Travel Company, Tour East Group
Promoting Global Inbound Business in Asia Pacific Region
JTB Corp. (Headquartered at Shinagawa-ku, Tokyo, Japan, President & CEO: Mr. Hiroyuki Takahashi)
proposes to enhance the development of Inbound Business within the Asia Pacific Region by agreeing to
acquire the Tour East Group in 5 Countries
The Global Tourism Flow in 2020 is expected to be 1.36 Billion with the 144.7% growth comparing with
the year 2010, and Asia Pacific destination is expected to have 360 Million arrivals, second largest to
Europe. Elongation percentage of Arrivals will be maximum 180% increase compared with the year 2010.
In order to obtain the expanding international tourist arrivals, JTB Corp. drives the global strategy to
strengthen the inbound business infrastructure by taking this business opportunity. Through the potential
utilization of the Tour East Group brand and its network in the areas of Singapore, Malaysia, Indonesia,
Hong Kong, Australia and Thailand, JTB Corp. will promote the global inbound business strategy for the
Asia Pacific Region. The acquisition has been agreed in the above 5 countries except Thailand, where
there are ongoing discussions.
The details of the business development after completion of the acquisition and the capital participation
would be as follows:
(1) JTB Corp. will enhance the Inbound Business Platform within the Asia Pacific Region with the Tour
East
brand.
(2) JTB Corp. will enhance the product development and distribution at each destination.
(3) JTB Corp. will enhance the purchasing and procurement power by combining the quantity handled by
JTB
Group and Tour East Group.
JTB Corp. aims to establish “an overwhelming No.1 position in Asia” expanding the **multicultural
communication business through the Global Inbound Business Strategy in Asia Pacific Region, including
Japan.
**Multicultural Communication Business: Creation of multicultural exchange and global experience providing opportunities and experience of

excitement and joy through our unique products, services, acquired intelligence and advanced systems.

New Company Establishment Overview <Tentative>
Company Name
：Tour East Holdings Pte Ltd
Location
：Singapore
Year of Establishment
：Sept. 2014
Capital Contribution Ratio ：*JTB Pte Ltd 100% (*JTB Pte Ltd: JTB Group Asia Pacific Region
Headquarters)
Number of Employees: ：Approx. 400 employees
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